The sonic expansion technique
ソニックエキスパンジョンテクニック
〜 バリオサージLED、ボーンピック、ボーンスプレッダーを用いた リッジエキスパンジョンテクニック 〜

鈴木 龍 先生

医療法人社団八龍会 すずき歯科医院

はじめに
ここ数年、さまざまな患者さんを診察していると、上下顎骨がとても小さくなっているのが気になって仕方がない。矯正では、ほとん
どの症例で顎骨の拡大治療が必要となることが多い。
しょうゆ顔と言われる最近の顔立ちの実態は、上下顎の成長不足である。成長
不足は舌の位置異常や口呼吸、低体温症、呼吸障害、そして睡眠時無呼吸症候群等を引き起こす原因となる。インプラントの診査で
デンタルCT撮影をするが、天然歯の植立状況が気になる。本当に薄く小さい歯槽骨の中にやっと歯牙が存在しているからだ。病変に
より歯槽骨がストレスを受けた状態で抜歯すれば、小さい歯槽骨がますます小さくなるのは当然だ。これらの状況から、これからのイン
プラント治療における骨造成の必要性はますます高まってくると思われる。
こうした小さな歯槽骨を見ると、骨を切削するのがもったいなく
「この骨を切削することなく開いて、その間
にインプラントが埋入できないだろうか」とよく思っていた。今回ご紹介するソニックエキスパンジョンテク
ニックは、そうした発想を具現化したものだ。そのテクニックに必要なものは、超音波ボーンサージェリーシス
テム「バリオサージLED」、私の考案した外科器具ボーンピック、そしてボーンスプレッダーである。
今回は書面の紹介とさせていただくが、本来は骨造成の理論を含めた私の講習を受けてから、実際のイン
プラント手術に応用していただきたい。今まで受講いただいた先生は、全員（図１）のような薄い骨に、透けて
見えるインプラント埋入が出来ている。
それでは、ソニックエキスパンジョンテクニックを紹介させていただく。

図１

1．ソニックエキスパンジョンテクニックの基本理念
エキスパンド法による骨造成は古くから行われてきた手法である。骨密度が低い、主に上顎の歯槽骨や抜歯窩のように、比較的簡便に骨拡大が
できるケースに適応される。しかし骨密度の高い条件では骨の拡大ができないケースも多く、適応症が限られていた。無理な拡大が歯槽骨の完全
骨折を引き起こす、という医療事故を経験した先生も多いだろう。しかし拡大した症例は予後が良いことが多いため、色々な手術方法がたくさんの
先生方から提唱されてきた。ソニックエキスパンジョンテクニックは従来のエキスパンドの方法を、超音波骨切削器具と手用外科器具を用いること
により、安全に骨造成が行えるようにした手術方法である。ソニックエキスパンジョンテクニックは簡便であり、色々なレベルのインプラントロジストが
行うことができる。また回転切削器具を使用しないため、神経や血管の損傷が少なく、医療安全という面で非常に有利である。手技の特色として、
骨壊死や骨折を避けるためボーンピック
で丁重な皮質骨の拡大を行い、骨密度
の調整については超音波骨切削器 具
を利用する。ソニックエキスパンジョン
テクニックは安全な手技で、歯科医師
と患者さんにとって負担の少ないノン
ドリルテクニックである。
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ソニックエキスパンジョンテクニック

図２ ソニックエキスパンジョンテクニックの理想的拡大方法

2．Wolﬀの法則とエキスパンド法
Wolﬀの法則は、骨の治癒及びリモデリングの原理原則として古くから
よく知られている。ストレスの増加した場所は骨が添加し、ストレスが無
上皮
結合組織
骨膜

い場所、あるいは少ない場所は骨が吸収する。骨折時骨折直下に骨の修
復が行われるという法則である。これを分かりやすく説明する。
（図３）のような骨の基本構造で、外基礎層板の部分は骨芽細胞がⅠ型
コラーゲンによって結ばれている。その為、この部位の骨芽細胞は休止し

外基礎層板

ハバース管

ハバース層板

フォルクマン管

海綿骨梁

ており、直接石灰化を行わない。言いかえれば、外基礎層板の骨芽細胞は

骨梁骨内膜

骨膜や結合組織の方向に石灰化を起こさないし、骨芽細胞も侵入しない。

内基礎層板

このため、外基礎層板の外側（歯肉方向）に骨造成するのは非常に難しい
ことになる。そのため、外基礎層板間を広げ、内側の海綿骨にスペースを
作り、骨造成を行うことが骨体積を大きくする事に適している。またエキ
スパンド法では外基礎層板-骨芽細胞間のⅠ型コラーゲンが切断されるこ

図３

とになるが（いわゆる骨折の状態）、その直下は骨の修復が進みやすいため、問題とならない。むしろ細かい骨折は骨に早く転化することで、インテ
グレーションの獲得に非常に有利といえる。こうした理由でエキスパンド法は骨の修復機能に適している。

3．ソニックエキスパンジョンテクニックの術式

バリオサージLED
（株式会社ナカニシ製）

Step１

Bone Pick ST5

Bone Pick ST4

Bone Pick ST3

Bone Pick ST2

Bone Pick ST1

■ソニックエキスパンジョンテクニック使用器具

ボーンピック

ボーンスプレッダー

スクリューフォーマー

インプラント体

歯肉剥離と皮質骨の穿孔＜刺入点マーキング＞
■使用器具
バリオサージLED
（株式会社ナカニシ製）

■使用チップ
SG15A

SG15C

Point
●歯肉剥離

骨を膨らます部位を歯肉剥離する。主に頬側歯肉を剥離する。エキス
パンジョンにより歯肉が足りなくなることが多く、減張切開を併用する
ため縦切開を行うことが多い。

●穿孔位置

歯槽骨頬舌的中央を刺入点とする。詳細な位置決めは骨拡大を行い
ながらフリーハンドで行う。

●バリオサージの使用理由

骨幅の狭い部位で正確に骨面を切削するため滑りにくい器具を使用
する。
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Step２

Ｋファイルとレントゲンによる方向と深さの確認
■使用器具
80号Ｋファイル

Point

●埋入方向の確認

近遠心方向と埋入深度の確認。頬舌的な確認はできないが、この
術式では皮質骨間にしか理論的に埋入できない。ポジショニング
やテクニックによって埋入位置は正確に行えず、誤差が生じやす
いため手術時オンタイムでレントゲン診査を行う。

●手指の感覚

骨の硬さや骨密度など手指の感覚による情報収集。

●非常に薄い骨への対応

薄い骨でもＫファイルは海綿骨に入る。

●埋入深さ

インプラントの長さを深さとする。
ほとんどの症例で 広げる骨の深さ は８ｍｍ。

Step３

手用拡大器具（ボーンピック）による皮質骨拡大
■使用器具
ボーンピック
バリオサージLED

Point

（株式会社ナカニシ製）

■使用チップ

●使用目的

・皮質骨（刺入点）の拡大
・誘導溝の形成
・深度調整

●使用方法

・ボーンピックは順番に使用し、飛ばして使用しない。
・ボーンピックは回転だけで使用。
・開く骨の方向に力をかけない。
・バリオサージによる骨密度の調整をワンステップごとに行う。

SG15A

SG15C

※ボーンピック使用上の注意事項
先端が鋭利な為、強く押す動作は危険が多いので避ける。またマレットは使用しない。

注意点
ボーンピックのステップの合間にバリオサージによる骨密度の
調整を行う（図４）。骨密度の調整部位は圧迫された海綿骨。
バリオサージをファイリングして使用する。
理由：骨幅拡大時に海綿骨が押し広げられる事で骨密度が高くなり、
血流阻害要因になる為、骨密度調整を行い、骨質改善を図る。

図４

ボーンピック

バリオサージLED

ボーンピック

ボーンピックとボーンスプレッダーのラインナップ／サイズ比較
■ボーンピック

ラインナップ / 直径サイズ

Bone Pick ST1

C1

Bone Pick C1

ST2

Bone Pick ST2

C2

Bone Pick C2

ST3

Bone Pick ST3

C3

Bone Pick C3

ST4

Bone Pick ST4

C4

Bone Pick C4

ST5

Bone Pick ST5

C5

Bone Pick C5

8mm
10mm
12mm
14mm

ボーンピック

#1

#2

ラインナップ / 直径サイズ
#3

#4

#5
16mm
14mm
12mm
10mm
8mm
6mm
4mm
0mm

スプレッダー

ST1/C1

ST2/C2

ST3/C3

ST4/C4

ST5/C5

深度

#1

#2

#3

#4

#5

8mmライン

1.00mm

1.32mm

1.60mm

2.00mm

2.40mm

0mmライン

1.1mm

1.4mm

1.3mm

1.8mm

2.2mm

10mmライン

1.13mm

1.45mm

1.77mm

2.12mm

2.47mm

4mmライン

1.8mm

2.2mm

2.7mm

3.2mm

3.6mm

12mmライン

1.26mm

1.58mm

1.95mm

2.25mm

2.55mm

6mmライン

1.9mm

2.4mm

2.7mm

3.2mm

3.6mm

14mmライン

1.39mm

1.71mm

2.12mm

2.37mm

2.62mm

8mmライン

2.1mm

2.5mm

10mmライン

2.2mm

2.6mm

12mmライン

2.3mm

2.8mm

3.1mm

3.5mm

4.0mm

14mmライン

2.5mm

2.9mm

深度
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■ボーンスプレッダー

ST1

ソニックエキスパンジョンテクニック

10mmラインを例にとると、
ボーンピックS T 5 / C 5から
ボ ーン スプレッダ ー # 2 で
徐々に径が太くなっている。
また、フィクスチャーφ3.7mm
を埋入する場合はボーンスプ
レッダー#4で終了する。

Step４

ボーンスプレッダーによる骨幅拡大
■使用器具
ボーンスプレッダー

Point
●使用目的

インプランター
（回転数10min−1、
トルク35N・cm）

バリオサージLED
（株式会社ナカニシ製）

■使用チップ
SG15B

・埋入部位の全体的な骨幅拡大
・深度調整

●使用方法

・ボーンスプレッダーは順番に使用し、飛ばして使用しない。
・開く骨の方向にトルクをかけない。
（開かない方向にトルクをかける）
・バリオサージによる骨密度の調整をワンステップごとに行う。

SG15D

ボーンスプレッダー使用時の注意点

回転にトルクがかかり、固くなった場合

①無理をして拡大を続けずに、逆回転させる
（図５）、あるいは一つ前のステップに戻る。
②まだ固いようなら、バリオサージにて再度骨密度の調整を行う。
・海綿骨内の固い骨は拡大しにくいため、あらかじめバリオサージで切削しておく。
・拡大しない根尖部位は多めに骨密度を減らす。
③埋入位置は、舌側の皮質骨にフリーハンドにて形成し、埋入位置を決定していく。

Step５

Step６

タップ形成
■使用器具
スクリューフォーマーEX
バリオサージLED
（株式会社ナカニシ製）
※スクリューフォーマーEXで
形成後、必ずバリオサージで
骨密度の調整を行う。

■使用チップ
SG15B

SG15D

正回転／逆回転を繰り返し、徐々に進める

正回転

逆回転

正回転

逆回転

図５

インプラント体埋入
■使用器具
フィクスチャードライバーMF
インプランター
（回転数20min−1、
トルク20N・cm）

Point
●埋入時

・埋入トルクは開かない骨の方向
へかける。
・拡大した骨は戻ろうとするため、
埋入時は固いが、
トルクはすぐ
に緩くなる為、繰り返し締め直す。
・インテグレーション部位は海綿
骨に入れる程度に深めに埋入。

４．超音波ボーンサージェリーシステム「バリオサージLED」の優位性
はじめに超音波骨切削の特色を整理してみよう。
①選択した組織の切削
超音波の波長により反応する組織を対象とする。 → 骨は切削し、軟組織は反応しない。
②動作幅と動作の方向
動作幅が非常に細かく、また3次元的に動作する。チップの動作以外の部位は影響を受けない。
従来の超音波骨切削器具は、パワーが弱いのが弱点だったが、バリオサージLEDはバースト機能がある為、この弱点をかなり改善している。
またソニックエキスパンジョンテクニックは骨密度の調整が大きなポイントである為、バリオサージチップでのファイリングがテクニックとして必要
不可欠である。また、骨密度が高い部分の感触をチップから感じ取らなければいけない。
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導入施設レポート

PreVista Uni-3Dの設置紹介

元 永三

先生
ゲン歯科クリニック
＜福岡県福岡市開業＞

この度、
PreVista Uni-3Dを導入いただきましたゲン歯科クリニックをご紹介
させていただきます。
ゲン歯科クリニックは開業25周年の節目に、
「患者さまへより充実した設備
と、快適な空間での治療をご提供できる」ように、博多駅から徒歩3分の場所に
新規移転開業されました。
7年前にはすでにCT装置を導入されていましたが、今回の移転に伴い、最新
のPreVista Uni-3Dシリーズ【Uni-3D Multi OS】へ買い換えをされました。
今回、導入いただいたCT【Uni-3D Multi OS】は、CTの撮影サイズが4種
類(12×8.5、8.5×8.5、8×5、5×5)撮影できることや、セファロ画像の鮮明
さ、
ソフトの使いやすさ等、
これからの診査診断にも今まで以上にフレキシブル
に活用できるという理由から、
たいへん喜ばれております。スタッフの方も、使
いやすいソフトがそのまま使えるという事で大変満足いただいております。
また患者様からも以前にも増して快適に治療が受けられる様になったと好評
のようです。
ゲン歯科クリニックはこれからもドクター、スタッフ、患者さまとの繋がりと、
心地良い空間を表現する為の診療所として、患者様のQOL向上に貢献され
続けます。

ゲン歯科クリニック スタッフ

ゲン歯科クリニック 外観
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PreVista Uni-3Dの設置紹介

エックス線室

OPE室

診療室

アーム型X線CT診断装置

PreVista Uni-3D
４つのFOV

選べる４つのサイズ。Uni-3D Multiなら１台で４つのFOVが撮影可能。
○5cm×5cm
○8.5cm×8.5cm

○8cm×5cm
○12cm×8.5cm

ワンショットセファロシステム
最短0.5秒でセファロ撮影。

PreVista Uni-3D
プレビスタ−ユニスリーディー

商品NO.

製品名

希望小売価格

CDM10040

Uni-3D B

CDM10041

Uni-3D B OS

CDM10050

Uni-3D 5×5

￥14,800,000

CDM10051

Uni-3D 5×5 OS

￥18,700,000

CDM10060

Uni-3D 8×5

￥16,800,000

CDM10061

Uni-3D 8×5 OS

￥20,700,000

CDM10068

Uni-3D Multi 12×8.5

￥19,600,000

CDM10069

Uni-3D Multi 12×8.5 OS

￥5,800,000
￥9,700,000

￥23,500,000

（消費税は含まれておりません）
一般的名称：アーム型X線CT診断装置
管理医療機器 特定保守管理医療機器 設置管理医療機器
医療機器認証番号：221AABZX00124000

アーム型X線CT診断装置

PreVista Flex3D
センサーを付け替えるだけで
パノラマからCTへアップグレード可能
○CTセンサー 5cm×5cm
○CTセンサー 8cm×5cm
○CTセンサー12cm×8.5cm

スティッチング機能

複数の撮影画像を合成することで、フルアーチでの画像が作成可能です。

マルチFOV

１台のセンサーユニットで最大４つのサイズが撮影可能。
○5cm×5cm
○8.5cm×8.5cm

○8cm×5cm
○12cm×8.5cm

PreVista Flex3D
商品NO.

プレビスタ−フレックススリーディー

製品名

希望小売価格

CDM10070

FLEX3D P

CDM10071

FLEX3D PC

CDM10072

FLEX3D 5×5 P

￥12,800,000

CDM10073

FLEX3D 5×5 PC

￥14,300,000

CDM10074

FLEX3D 8×5 P

￥14,800,000

CDM10075

FLEX3D 8×5 PC

￥16,300,000

CDM10076

FLEX3D 12×8.5 P

￥17,800,000

CDM10077

FLEX3D 12×8.5 PC

￥5,980,000
￥7,480,000

￥19,300,000
（消費税は含まれておりません）

一般的名称：アーム型X線CT診断装置
管理医療機器 特定保守管理医療機器 設置管理医療機器
医療機器認証番号：223AABZX00151000
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開催レポート
『インプラント治 療 の 長 期 的 予 後を考える〜 更なる患 者 Q O L 向 上 のために〜 』をメインテーマに、さる2 0 1 2 年 7 月1日（日）、
『COLLOQUIUM in 2012』
を東京ビッグサイトにて開催いたしました。600名を越える方のご参加をいただき、盛況のうちに閉会すること
ができました。
今回はメイン会場にて、午前に一般講演、午後に特別講演とシンポジウム講演というセクションに分けて、4名の座長、および12名の先生に
ご登壇いただきました。
また、別室にて分科会1（ 技工士セッション）、分科会2（ 衛生士セッション）、ハンズオンコースを併催いたしました。
どの会場においても、
ご参加された方は真剣な面持ちで熱心に聴講されていました。
ご参加いただきました方々、
ならびに座長、講演をお務めいただきました先生方に、心より御礼申し上げます。今後とも弊社では先生方へ
お役に立つ情報、
トピックスを提供し、患者様のQOLの向上に貢献できるよう、尚一層の努力をして参ります。
以下に、各会場で発表された内容を報告いたします。

メイン会場 一般講演
Choe Jin 先生（韓国開業）
『Implants in the esthetic area』

中塚 健介 先生（愛知学院大学）
『インプラント補綴のための顎堤形成術』
インプラントが長期的に機能するための顎堤形成術につ
いて、今までに行ってこられた経験を元に、考察された内
容をご報告いただきました。

前歯部インプラントにおいての乳頭再生という難問を解
決する為、結合組織のインターポジション移植術につい
てご報告いただきました。

Chang Shih-Shu 先生（台湾開業）
『Experience learning and sharing for
the single anterior implantation』

永田 彰純 先生（医療法人学而会 永田歯科医院）
『My aspects for implant therapy outcomes,
surgical technique with respect to sinus ﬂoor elevation』
ＣＴ画像から診断できる上顎洞の形態や幅、及び口蓋骨
骨壁の状態からみた新しい分類、基準の考え方について
ご発表いただきました。

前歯部における単独インプラント埋入について、1988年
以来行ってこられた治療から得られた経験、考え方、手法
などから、
より予測可能な結果を得るための治療法につ
いてご報告いただきました。

佐々木 匡理 先生（九州大学）
『インプラント除去症例について考える』
近年増えているインプラント経過不良症例の中でインプ
ラント除去症例をクローズアップされ、除去のタイミン
グ、除去法の選択などについてご報告いただきました。

メイン会場 特別講演
矢島 安朝 先生（東京歯科大学）
『インプラント医療を通して歯科医療の未来を考える』
− 今、
行わなければならないこと −

現在、インプラント治療がマスコミに大きく取り上げられ
ていることを受け、
歯科医師と患者双方にとって、
安心、
安全
のインプラント治療、エビデンスに基づいたインプラント

船木 弘 先生（日比谷歯科医院）
『骨造成部位のインプラント補綴を考える』
− 数字で診るオッセオインテグレーション−
サイナスリフトを行ったインプラント症例について、オス

医療とは、
という内容についてご報告いただきました。
また、歯科界の現状を打破するために、歯科業界全体が
一致団結し、歯科医療のパイを広げるための行動を起こ
すことが必要である、
ということについても先生方および
弊社社員に対し、呼びかけられました。

テルを用いて埋入時からISQ値（インプラント安定指数）
を経時的に測定され、決定した荷重時期と、その対応方
法についてご報告いただきました。

平井 友成 先生（平井歯科クリニック）
『大臼歯1歯欠損への対応を検討する』
− インプラントと自家歯牙移植を比較して−

インプラントと自家歯牙移植について、ケースによってそ
れぞれのメリット、手法の比較検討について、症例をご紹
介いただきながらご報告いただきました。

メイン会場 シンポジウム講演
城戸 寛史 先生（福岡歯科大学）
『上部構造からみたインプラント治療の長期予後を考える』
インプラントを長期的な成功に導くためには、上部構造
に関するさまざまな配慮が必要なことから、上部構造が
治療の成績におよぼす問題点を整理し、解決方法につい
てご報告いただきました。
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石本 光則 先生（石本歯科クリニック）
『インプラント周囲炎を考える』

− 確実に治癒に導くインプラントの選択基準 −
インプラント周囲炎に対する非外科的処置により骨吸収が
回復した臨床例を提示され、理論的背景の考察をご報告
いただきました。
また、
インプラント周囲炎の分類、
天然歯の
歯周病との類似点、相異点、
インプラント周囲炎から考える
インプラントの表面性状についても言及いただきました。

山道 信之 先生（山道歯科医院）
『インプラント治療における骨造成と長期安定』
顎顔面形態からみた理想的なインプラント埋入位置に
ついて、上下顎の解剖学的形態からみる天然歯の正常な
位置と欠損顎堤の関係を調査し、長期安定へとつながる
生体主導型インプラントを目指した臨床についてご報告
いただきました。

春日井 昇平 先生（東京医科歯科大学）
『インプラント長期予後を基礎医学から考える』

分科会2

安心、安全なインプラント治療をめざしたチーム医療の心得
笹田 香奈 先生（デンタルクリニック ラヴィル有明）
『パートナーシップにおける歯科衛生士の役割』
先生の勤務されている歯科医院において、スタッフの歯
科医院運営への関わり方、またインプラント治療をはじ
めとする臨床での役割分担、その元となる考え方を、実際
にご経験されていることも含めてお話いただきました。

松山 美和 先生（徳島大学）
『インプラント治療による口腔機能改善とその維持』
− 科学的考察 −

インプラントによる治療効果を、おもに咀嚼や嚥下など
の口腔機能の改善という視点から、海外の文献を複数引
用され、
ご報告いただきました。また、治療により改善で
きた口腔機能を、
よりよく維持するためのメンテナンスに
ついても触れていただきました。

現在までに解明された骨に関する基礎医学を元に、イン
プラント治療での臨床的問題を考察し、インプラント治療
の長期良好な予後を得るための方策について、
ご報告い

ハンズオン会場

ただきました。

鈴木 龍 先生（医療法人社団 八龍会 すずき歯科医院）
『ソニックエキスパンジョンテクニック』
鈴木龍先生に監修いただいたBOSTOME

分科会1

シリーズの最新製品、BOSボーンピックを

Consideration and technique of Implant Esthetics

用 い た 、最 新 の 骨 幅 拡 大 術 に つ い て
ご説明いただきました。ご参加の先生方
には超音波ボーンサージェリーシステム

遊亀 裕一 先生（山手デンタルアート）
『予後良好なインプラント技工を目指す』
予後良好なインプラント技工を目指すには、歯科技工士
はどのように技工作業を行えば良いのか、
という投げか
けをされ、臨床例を提示されながら上部構造の設計、

「バリオサ ージ L E D ( 株 式 会 社 ナ カ ニ
シ)」、とB O S ボ ーンスプレッダーの併用
について、実際の器具、模型を使用した
デモを行っていただき、その有効性をご体験いただきました。予約制の有料セミ
ナーでありましたが、立ち見が出るほど盛況でした。
(こちらの内容は、今回のKIT news P1-P5に掲載されています。)

材料および上部パーツの選択、咬合、軟組織への配慮に
ついてご報告いただき、次の山田先生のご講演へとつな
げていただきました。

山田 和伸 先生
（株式会社カスプデンタルサプライ カナレテクニカルセンター）
『審美的展開のためのコラボレーション』

展示コーナー
メイン会場前に併設された展示コーナーでは、先生方が新製品や新書籍【POI-EX
の臨床】
を手に取り、
ご覧になっておられました。CTコーナーへも多くの先生が足を
運ばれ、実際のソフトを体験しておられました。

遊亀先生のご講演を受け、審美的な修復治療を成功させ
るための、
ラボサイドとチェアーサイドの連携の重要性、
交換すべき情報の内容について言及され 、その上で
POIEXシステムに新しく導入された切削加工型ジルコニ
アアバットメントについて、その物性と取り扱い上の注意
点および上部構造の製作にいたるまでの技工工程につ
いて、
さまざまな臨床例を元にご報告いただきました。
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